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人間型対話ロボットのための協調的身体動作の利用
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�� は じ め に

近年のロボティクス関連技術の進展により，腕や頭部を持ち
人間のように歩く二足歩行ロボット ���や外見が人間に酷似し
たアンドロイドロボット ���が開発されるようになってきてい
る．このようなロボット研究は「コミュニケーションロボット」
という新しいロボット研究の方向性を示唆するものである．コ
ミュニケーションロボットは，人間の日常生活の場において人
間のパートナーとして活動し，物理的支援を行うだけでなく，
コミュニケーションにおいても情報支援を行うロボットである．
例えば，ロボットの身体を活用したコミュニケーションにより，
コンピュータを使うのが苦手な人も容易に情報ネットワークに
アクセスできる，といった理想的なメディアとしての可能性を
持っている．
特に，最近の ��� ��	
����
�	��� ������������ 分野の研
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究から情報を媒介するインタフェースとしてのロボットの有用
性が明らかになりつつある．���� らは，コンピュータが従来
のテレビやラジオのように情報を媒介する新しいメディアであ
ることを示した一連の研究の中で，テキストのみのシンプル
なインタフェースであっても，人は他の人に対して振舞うとき
と同様にコンピュータに対しても対人的に振舞うことを明らか
にした ���．さらに，身体性エージェントに関する �������らの
一連の研究は，頭部や腕といった擬人的な表現を用いる擬人化
エージェントはコンピュータエージェントと人との間の効率的
な情報伝達を実現することを明らかにした ��� ���．そして，実
ロボットとコンピュータ上のエージェントを比較した研究にお
いて，コンピュータ上のエージェントよりも実空間に存在する
ロボットの方が実空間上の物体に関する対話に適していること
が見出されている ���．
人と対話するロボットはこれまでにも研究が盛んに行われ

ており，主に人間型ロボットとペット型ロボットが開発されて
きた．ペット型ロボットの利用目的は触れ合いによる癒しや
メンタルケア，エンターテイメント目的での人との対話が中心
であったが，人間型ロボットはさらに案内 ��� ���や情報提供と
いった擬人的な身体を活用した高度な対話への利用が試みられ
ている．
これらの研究が示唆するように，ロボットが人間に似た身体

を持つことの一つの意義は，人間とのコミュニケーションにあ
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ると考えられる．人間に似た身体を持つロボットは言語情報に
加えて豊富な非言語情報をもたらし，人間同士が会話するかの
ような自然で円滑な対話を可能にする．これまでにも，身体を
用いたロボットのコミュニケーションが研究されてきた．たと
えば，視線を対話相手に向けてアイコンタクトを行うことで，
ロボットは自らのコミュニケーション意図を人に伝え，人間と
自然に対話することが可能になる ���．この他にも，視線を用
いる対話ロボットに関しては，これまでにも音声と視覚によ
る人物追従 ���など多くの研究が行われている．また，共同注
意 �� � ����，アイコンタクト，うなずき ����，顔の表情 ����，腕
の動き ���� など身体を使った相互作用行動の重要性が見出さ
れている．
さらに，対話場面における互いの身体動作の関りあいの重要
性も研究されている．これまでの，人同士の相互作用の解析を
通じた身体的コミュニケーションに関する研究では，協調的な
身体の動作の重要性が指摘されている ����．また，道案内の場
面を対象にした場合にも，互いにある方向を示しあう，といっ
た教える側と聞き手側の間に協調的な身体動作が見られる場面
が観察されている �図 �� ．このような協調的な身体動作は，
人とロボットとの相互作用においても見出されている．小野ら
の道案内の場面での実験において，ロボットがアイコンタクト
を交え，身体の向きを調整し，また腕によって方向を示すゼス
チャを伴って道案内をした場合に，人の協調的な身体動作が表
出することが見出された ���．このように，ロボットが「話し
手」として振舞う際に身体を適切に動作させることは，「聞き
手」である人の協調的な動作を誘発し，人ロボットコミュニ
ケーションを円滑にする．無論，このような協調動作は，自律
対話型ロボットとの相互作用においても重要である ����．
一方，ロボットが「聞き手」として，「話し手」である人間に

対して，協調的な身体動作を行うことの効果や，その動作方法
についての研究は少ない．渡辺らの開発したうなづきロボット
は，人間の「話し手」の音声情報に「聞き手」としてロボット
の身体を利用してうなずくことで対話を円滑にすることを試み
ている ����．しかし，このような協調はタイミングに関する時
間的なものであり，「話し手」の身体動作といった空間的な協調
はこれまでの研究では考慮されてこなかった．
本研究では，道案内の場面を題材に，「聞き手」として話を聞

いてくれるロボット，あるいは言語的には理解していないとい
う意味では「聞いたふりをする」ロボット，を実現するための
互いの身体動作を利用した自律対話ロボットの動作メカニズム

を提案し，その有効性を検証することを試みる．具体的には，
開発したロボットは自然に話を聞いているように振舞うために，
身体動作と音声の二つのモダリティを通じて自律的に反応を返
す．このためのロボットの協調的動作の個別要素，たとえばア
イコンタクトやうなずきは，様々な従来研究からの知見に基づ
きボトムアップに準備した．また，これらの要素の選択のため
に，あらかじめ!�"法により行った実験結果から，人間のオペ
レータが行った行動選択の結果を抽出し，ルール化してロボッ
トに実装した．
なお，このような人間からロボットへの道案内は以下のよう

な主に � つの状況で生じると考えられることから，ロボット
が人間の説明を「聞いている」ことを表現することが重要にな
ると考える．第一に，人がロボットに作業を依頼する場合であ
る．グラフィカルユーザインタフェースなどによる指示方法も
考えられるが，もっとも直感的で誰でも分かる指示方法は，人
同士が対話するように話すことで指示する方法だといえる．第
二に，相互確認の場面である．将来，ロボットが人間に道を教
える状況はしばしば生じることが想像できるが，この際にロ
ボットが一旦教えた道を，逆に人が確認のためロボットに「つ
まり，まっすぐ行って，右に曲がると目的地だね」といった説
明を行うことが想定される．実際に，人間同士の対話では「教
え手が一方的に説明」→「聞き手が教え手に理解したことを確
認するために説明」といったフェーズの交替現象が見られるこ
とがある．
本研究の目的は，このタスク設定を通じて，人と対話する理

想的なインタフェースとしてのコミュニケーションロボットに
必要な，身体を伴った相互作用メカニズムを見出すことにある．
また，その評価実験は，本手法の有効性と，開発したロボット
の身体動作と音声が人の主観と行動に与える影響を検証するも
のである．本研究は，コミュニケーションロボットの基本機能
を逐次的に確認しながら積み上げるという意味でも，重要であ
り，コミュニケーションロボットの研究開発に貢献するもので
ある．

�� システム構成

本研究では協調的身体動作を行う人間型対話ロボットシステ
ムを開発した．具体的には，人間が道案内をする際に，その説
明を協調的な身体動作を交えながら人間型ロボットが「聞いた
ふり」のための行動を表出することで，人間との円滑なコミュ
ニケーションを実現するシステムである．図 �に本システムの
概要と構成要素を示す．以下では，本システムの設計方針と，
システムの構成要素と，システム実現のために行った実験につ
いて報告する．

�� � 設計方針

本システムの基本的な設計方針は，腕や頭部の動きに関して
従来研究から重要とされる大きな動きを伴う協調的な身体動作
（たとえば，アイコンタクト，同調的な指差し，など）と基本
的なあいづち発話を基本要素とし，これらを組み合わせること
により，人間同士が会話しているような状況での聞き手側の人
間の応答的な行動をロボットに実現することにある．そこで，
これらの基本要素を「コミュニカティブユニット」と名づけ，
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現在の話し手の人間の状態や，ロボットの過去の状態に応じて
逐次的に切り替えることで，このような「聞いたふり」行動の
実現を目指した．
なお，本システムの実現にあたって，顔の表情など，より微
小な動作や，冗長となるような行動は対象外とした．冗長な行
動例としては，「うん」「うんうん」と言う発話以外にも，「はい」
と発話する要素行動などが考えられる．また，身体動作に関し
ても，従来の知見で取り上げられていない重要性のやや劣る動
作も対象外としている．これは，本研究で提案する枠組みによ
りロボットが「聞いたふり行動」をすることが出来ることを示
すために，最小限必要な要素を取り上げたと言える．人間は会
話の際にこれら以外の動作も利用しているため，本手法により
「聞いたふり」行動が実現できることが示されれば，これらの
要素を追加することでさらなる性能向上が目指せるものと考
える．

�� � ハードウェア構成

#�$�%���図 �� ����はコミュニケーション機能に重点を置き
擬人化しやすい外見を持つ上半身人型のロボットである．具体
的には，�自由度の首，片側 �自由度の腕を持ち，腕や頭部に
よるゼスチャのために必要な身体表現能力を備えている．高さ
は �&�
，半径  &�
，重量約 � '(である．
本システムのセンサとしては，モーションキャプチャシステ

ム �
����� ����	���( �)���
� およびマイクロフォンを用い
た．モーションキャプチャシステムは，環境に設置された ��

台の赤外線照射機能付きの赤外線カメラと，赤外線を反射する
マーカから構成される．全てのカメラ画像上での各マーカの �

次元位置をもとに各マーカの �次元位置が自動的に計算され，
出力される．モーションキャプチャシステムの環境への取り付
けおよび各マーカの人とロボットへの取り付け位置は図 �の
通りである．本研究の実験環境およびマーカ取り付け状況にお
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いて，時間分解能は � �"，時間遅れ約 � 
�，空間分解能約
�

で，各マーカの �次元位置が取得される．マイクロフォ
ンはロボットに取り付けられ，人間の発話音量を取得するため
に用いられた．

�� � 協調動作のための要素行動「コミュニカティブユニット」

渡辺らは，ロボットにうなずき動作を持たせることによって
人間とロボットとのコミュニケーションが円滑になることを見
出した ����．このように，相手の行動に対して，適切なタイミ
ングで反応を返すような身体動作は，相手の行動に対してある
程度の時間以内に反応を返す動作であることから，我々はこの
ような動作のことを時間的な協調動作と定義する．同様に，音
声対話での「うん」「うんうん」といったあいづちも，音声によ
る時間的な協調動作であるといえる．従来研究により，身体あ
るいは音声による時間的な協調的動作の重要性は明らかになっ
てきている．
一方，ロボットが人間に道を教えた小野らの従来研究におい

て，多数の空間的な協調的動作の発現が報告されている．ロ
ボットが指し示したのと同じ方向を被験者が腕の動作により指
し示すという腕による空間的な協調動作は � 例中 �例で生じ
ていた ���．このような空間的協調動作は，共同注意機構 ����に
おいても，互いに同じ物や方向を見る，指をさすといった頭部
や腕の身体動作としても観察される．
我々は，これらの従来研究で見出されてきた時間的・空間的

な協調動作をロボットの要素行動として利用する．そこで，ひ
とつの協調動作を実現する要素行動をコミュニカティブユニッ
ト ���

	������%� 	����と名づけ，左右の腕，頭部，発話に
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関するコミュニカティブユニットをそれぞれ逐次的に切り替え
ながら実行し続けることによりロボットの「聞いたふり」行動
の実現を試みた．なお，コミュニカティブユニットは，従来研
究 ����においてコミュニカティブユニットとして報告された自
律対話型ロボットのための対話的身体動作を実現するための要
素行動と同一の概念を表す要素行動であり，将来的には対話型
ロボットが備えるであろう基本的な身体動作実現のための要素
行動となることを想定している．つまり，本研究においてモー
ションキャプチャシステムによって理想的な人間の動作に関す
る入力が得られた場合のコミュニカティブユニットの組み合わ
せ方法が定まることは，将来的に人間と様々な状況で自律的に
対話するロボットの開発に応用が可能であると考える．
本研究では，個々のコミュニカティブユニットはモーション

キャプチャシステムからのセンサ入力を利用して実装が行われ
た．表 � にすべての実装したコミュニカティブユニットを示
す．以降，コミュニカティブユニットは同表の括弧内に示され
た略称で表す．各コミュニカティブユニットは人間の実空間 �

次元座標を基にロボットの頭部および腕部の各関節の目標値を
算出する．たとえば，ロボットの右腕を人間の右腕に同調させ
る動作を実現する *#��+例に取ると，
人間の右腕の身体の �次元座標から人間の肩，肘関節の角度

を計算し，ロボットの右腕の角度に補正し，ロボットの右腕を

動かす．

という処理により実現される．この際に，時刻 �秒前の人間
の座標を計算に利用することにより遅延時間 �を設ける．こ
の遅延時間は，モーションキャプチャシステムが人間同士の対
話で見られる反応時間よりも早い反応を示すため，これを防
止するために設けられたパラメータである．もし，遅延時間 �

を設けずに即時に人間の腕と同じ動きを行うといった協調的動
作を行うと，かえってロボットの動作が不自然に見える �動作
に反応していると言うよりも，単純に反射的に動いているよう
に見える�ことが筆者らによって観察された．遅延時間 �は，
他にも #��,#��,#��,-��,-��,-��,-��,���,���,���に実装され
る．また，うなずき ���.�のような動作は，センサ入力を利
用せず，単にロボットの頭部を現在の角度から相対的に一時的
に下を向けるような単純なモータ制御によって実現される．

�� � 遅延時間の計測

前節で定義した遅延時間 �を決定するため，人間同士の対話
の際の反応・動作遅延時間を計測する実験を行った．

�測定手順� 被検者は � 名 �男性 ��名，女性 ��名�の大学生，
大学院生である．測定の際には部屋 ���� ����の �隅に難読
漢字の書かれたポスター /�，/�，/�，/�を設置し，� 人の
被験者 0�，0�は部屋の中央に対面して立たせた．0�の被験者
が /�を指差し，「この漢字は○○と読みます」と言う疑似タス
クを行わせた．/�，/�，/�も /�と同様の事を行わせた．ま
た本実験では実験中 0�，0�の動作をモーションキャプチャシ
ステムで記録した．そして，疑似タスクを行わせた際の人間の
反応遅延時間を測定した．実験の様子を図 �に示す．

�遅延時間算出方法� 反応遅延時間はモーションキャプチャシス
テムから得られたデータを基に，0�の腕が動き始める時間と，
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ポスターの方を向き始める時間を比較し，早く動き始めた方か
ら 0�がポスターの方を向き始めるまでの時間を反応遅延時間
として算出した．

�測定結果� 全ての被験者について，上述の測定方法にしたがっ
て，相手に指示をされてから反応するまでの平均時間を求めた
結果を図 �に示す．この実験の結果，人間が相手に指示をされ
てから反応するまでの平均遅延時間は  &�� 秒 �標準偏差  &���

であることがわかった．よって，ロボットの利用する遅延時間
パラメータ �を  &�� 秒と定めた．
これにより，ロボットに平均的な人間と同じ遅延時間で反応
するような振る舞いを実現することができる．将来的には，こ
の遅延時間を変化させることにより，動きの鈍い反応，すばや
い反応といったものを作り出し，状況に応じてより話し手に適
切なロボットの振る舞いを実現する応用可能性がある．
�� � 要素行動選択ルールの抽出

コミュニカティブユニット選択のルールを抽出するため，コ
ミュニカティブユニットのみが実装された状態の半自律のロボッ
トシステムを用い，人間の被験者がロボットに道案内をする実
験を行った．コミュニカティブユニットの選択は!12法によ
り人間のオペレータが行った．実験結果の詳細は �� � ����にも
既に報告されているが，本稿では後の完全自律化の実装にとっ
てこの結果が重要であるため，本稿でも再び得られた知見につ
いて報告する．
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�実験設定� 被検者は前節で示した実験に参加した � 名 �男性
��名，女性 ��名�の大学生，大学院生である．次章の実験と
同様に，被験者は目的地までの道順を覚えた後にロボットに教
えるように教示され，!12法により操作されたロボット �#�

条件�と全く動作や音声による反応を行わないロボット �#�条
件�のどちらかに道案内した．また，�人の被験者のペアのど
ちらか一方がもう一方の被験者に道案内を行った（� 条件）．
被験者とロボットの身体にはモーションキャプチャシステムの
マーカが取り付けられており �図 ��，システムはこれらのマー
カに関する �次元座標を取得してロボットを制御する．この際
にどのコミュニカティブユニットによってロボットを制御する
かは人間のオペレータによって制御される �図 ��．実験後，被
験者は以下の主観評価に関する質問紙に回答した．
�情報伝達

�順路を思いだすのは簡単でしたか
�相手に順路を教えるのは容易でしたか

�信頼感
�相手は話を聞いているように思いましたか
�相手は順路を理解しているように思いましたか

�共感
�相手と情報を共有しているように感じましたか
�相手の気持ちが分かりましたか

�オペレータの操作� ロボットの操作は常に特定のオペレータ �

名が行った．オペレータは，コミュニカティブユニットの選択
のみを操作し，腕や頭部の姿勢といった直接的な操作は行わな
かった．これは，後に完全自律の実装を行う際に，システムが
扱うことの出来ない情報をもとにオペレータがロボットを操作
してしまわないようにするためである．つまり，ロボットの空
間的な協調動作はモーションキャプチャシステムからの入力を
もとにシステムが自律的に制御し，人間のオペレータはどの
協調動作をどのタイミングで行うかの決定のみを行った．オペ
レータの操作結果は，実験の様子のビデオ，モーションキャプ
チャシステムの出力，マイクロフォンから得られた音声データ
とともに記録された．

�実験結果�被験者からの主観評価の結果を分散分析（3�143）
により分析したところ，表 �のような結果が得られた．具体的

には，5&�, �, �に有意差，5&�,�に有意傾向が見られた．そこ
で，-06法による多重比較を行ったところ，�条件及び #�条
件への評価が #�条件よりも 5&�, 5&�, 5&�において有意に高
いことがわかった．また，�条件の結果は #�条件よりも 5&�,

�に関して有意に高いことが分かった．このように，被験者に
よる主観評価の比較の結果，全く動作や音声による反応を行
わないロボットに比べて，!12法によって操作されたロボッ
トは，順路を理解して対話しやすい印象を与えた．つまり，コ
ミュニカティブユニットの有効性が確認されたといえる．

�オペレータの操作の分析� オペレータの操作結果を分析するこ
とで，次節に示す検出すべき状況とコミュニカティブユニット
選択ルールを手動で抽出した．その結果，以下のルールが得ら
れた．
�通常はアイコンタクトを維持する
�腕を下ろしていた被験者が腕をあげて道を指し示した場合
には，同時に同じ方の腕で同じ方向を指さし，また指さし
方向を見る

�アイコンタクトがしばらく途絶えるとアイコンタクトを再
度行う

�被験者が腕を動かし続けている間は，同じ方の腕で同調動
作を行う

�腕の動作は，被験者が近い場合にはぶつからないように異
なる腕を用いる

�腕の同調は，被験者と向き合う身体の向きとなっている時
は向きが鏡対照の同調の動きをする

�被験者の説明の間に合わせて �＝発話の切れ目に合わせて�，
うなずき，あいづち発話を行う

�� � 状況検出器とコミュニカティブユニット選択ルール

前節で示したように，人間のオペレータの行った操作のルー
ルを分析して抽出することで，検出すべき状況とルールが見出
された．そこで以下のように，必要な状況検出器とコミュニカ
ティブユニット選択ルールをそれぞれ実装した．

�状況検出器� 状況検出器 ����	����� .��������は，人間とロボッ
トの個々の，あるいは互いの身体位置や動作の状態を検出する．
ここで，人間の身体動作の状態とは現在の身体動作の状態と過
去の身体動作の状態からなる．現在の身体動作の状態は，モー
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ションキャプチャシステムとマイクロフォンからの入力を基に
以下の �状態を判別する．

����� ： 右 �左�手を使って指さしを行っているか
���	
����：ロボットから見て右側を指しているか

それとも左側を指しているか
���	 ： 右 �左�手が動いているか

�動きの速度か一定以上か�


���	： 右 �左�手が順路案内 �指さしや方向を示す
ジェスチャー等�に使用されているか

��� ： ロボットの右 �左�手の当たる場所にいるか
��		
�： 発話しているか

過去の状態は，それまでに選択されたコミュニカティブユニッ
トを基に以下の � 状態を判別する．
�頭部の行動モジュールが過去一定秒続いているか
����または ���が過去一定秒続いているか
�#��，#��，-��，-��が過去一定秒続いているか
�過去一定秒間の手の動きはどの程度か
�前回にロボットが何と発話したか

�ユニット選択部� 前節に示した抽出されたオペレータの操作ポ
リシーに基づき，コミュニカティブユニットのユニット選択部
�	��� ��������を実装した．ユニット選択部は人間の現在の身
体動作の状態および過去の身体動作の状態を基に，使用するコ
ミュニカティブユニットを選択する選択ルールの集合からなる．
実装された具体的な選択ルールを図 �, �に示す．
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�� 評 価 実 験

開発したロボットシステムの有効性を検証するため，人間の
被験者が開発したロボットに道を教える実験を行った．実験に
際して「聞き手であるロボットが話し手である人間と協調的動
作を行うとき，人間はロボットに円滑に順路案内を行うことが
できる」という仮説を立て，この検証を試みた．
�� � 実験方法

本実験では，教える側の人間 �以下 �	�
�	�と示す�が教わ
る側のロボットまたは人間 �以下 �	��	��に目的地までの順路
を教える．本実験の具体的な手続きは以下の通りである．

�被験者� 男女の大学生および大学院生 ��名が被験者として実
験に参加した �男性 �� 名，女性 �� 名�．被験者は実験場所を
訪れたことが無く，教える・教えられる順路についてはまった
く知らない．�章で述べた実験との被検者の重複は無い．

�実験条件� 実験では，聞き手 ��	���	��の協調的動作 �身体動
作や音声�が話し手 ��	�
�	��に与える効果が検証される．こ
のため，以下に示す �	
��条件，#�$�� ���������%� 条件，
#�$�� 7�.)
�%�条件，#�$�� 4����条件，#�$�� 0�����条
件の �条件が用意された．中でも，ロボットを利用する #�$��

���������%�条件，#�$�� 7�.)
�%�条件，#�$�� 4����条
件，#�$�� 0�����条件を #�$��条件 �以下 #条件�とする．
��	
��条件 �以下 �条件�

�	�
�	�が人間に順路を教える．
�#�$�� ���������%� 条件 �以下 #�条件�

�	�
�	�が協調的動作 �身体動作および音声�をするロボッ
トに順路を教える．

�#�$�� 7�.)
�%�条件 �以下 #$条件�

�	�
�	�がロボットに順路を教える．ロボットは #�条件
と同じものであるが，ただし音声を伴わない �つまり身体
動作のみである�．

�#�$�� 4����条件 �以下 #%条件�

�	�
�	�がロボットに順路を教える．ロボットは #�条件
と同じものであるが，ただし身体動作を伴わない �つまり
音声のみである�．

�#�$�� 0�����条件 �以下 #�条件�

�	�
�	�が静止しているロボットに順路を教える．�つま
りロボットは動作も音声も伴わない�．

�実験環境� 図 � に実験環境の概要を示す．本実験は 38#知能
ロボティクス研究所内において行われた．�	�
�	�が �	���	�

に順路を教える場所は実験室前の廊下 �位置 3�であり，目的
地はロビー �位置 7 または ��である．
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人間型対話ロボットのための協調的身体動作の利用 2

�実験手順� �	
�� 条件においては人間の �	�
�� が人間の
�	���	�に道案内をおこなった．つまり，�人の被験者が同時
に実験に参加した．そこで，一方の被験者を被験者 3，他方の
被験者を被験者 7 とし，表 �に実験順の一例を簡潔に示す．
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各被験者は �条件と #条件に �回ずつ参加した．#条件で
は #�条件，#$条件，#%条件，#�条件のいずれか �条件を
行った．�条件では， �	�
�	�または �	���	�の両方に被験
者が参加した． �条件と #条件実験順に関してはカウンター
バランスをとった �半数の被験者は � 条件#条件の順に，残
りの半数は # 条件� 条件の順に実験を行った�．また，被験
者の #�条件，#$条件，#%条件，#�条件への配分はランダ
ムに行った．同様に，案内対象となる地点 �7地点と �地点�

に関してもランダム配置を行っている．
実験前に，道を教える話し手となる �	�
�	� 役の被験者は

案内するロビー �7地点または �地点�への道を実験者に一度
案内され，実際にその道を歩くことで順路を記憶する．その
後，3地点付近に連れてこられた �	�
�	�は「向こうで道に
迷っている人 ��	���	��がロビーへの道を聞いてきますので，
道を教えてください．その際に，最初の角を指指して「こちら
の角を」と言って案内を始めてください」と教示されている．
�	���	�役の被験者は，廊下で待つように指示され，�	�
�	�
役の被験者が廊下を歩いて来たときに「ロビーへの道を教えて
ください」と道を尋ねるように教示されている．このような教
示，設定のもとで，�	�
�	�役の被験者が廊下の 3地点で立
ち止まっている �	���	� 役の被験者あるいはロボットの方に
歩いて行くことで実験が開始される．なお，ロボット条件 �#

条件�と人間条件 ��条件�を均一な条件下で行うために，聞き
手 ��	���	��は，再度順路の説明を求めるような聞き返しは
しないように指示されている．

�評価方法� 評価は質問紙による主観的評価と，ロボットに対す
る被験者の行動の比較により行った．道案内終了後，�	�
�	�
に �	���	�に対する主観評価を測定する質問紙への回答を求
めた．質問紙ではロボットの動作が，コミュニケーションの情
報伝達に関する側面，信頼感に関する側面，情緒的なコミュニ
ケーションに関する側面に与えた影響についての質問を行った．
具体的には，以下の質問項目を用いた．被験者はこれらの質問
に最も低い評価を �，最も高い評価を �とする �段階尺度の主
観評価で回答した．
�情報伝達

�順路を思い出すのにかかった時間
�相手への順路の教えやすさ

�信頼感
�相手の話を聞いていた程度
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�相手の順路の理解度
�共感

�相手との情報の共有感
�相手の気持ちが分かったか

被験者 ��	�
�	��の行動に関しては，以下を分析した．
�発話量 �発話していた時間�

�腕の動き量

�� � 実験結果

はじめに，協調動作を行ったロボットと行わなかったロボッ
トに関する主観評価の比較を行うことにより開発したロボット
システムの有効性を検証を試みる．

�開発したロボットシステムの有効性� 表 �に質問票の �評定項
目の条件ごとの平均，標準偏差，および �条件，#�条件，#�

条件間分散分析の結果を示す．平均値の後の ��内が標準偏差
である．また，図 ��に各条件の主観評価の平均値のグラフを
示す．各実験項目の被験者数は � 条件が � 名，#� 条件が � 

名，#�条件が � 名である．
5&�から 5&�の各項目について � 要因被験者間の分散分析

を行った結果，5&�，5&�，5&�，5&�，5&� において有意差が
あり，5&�に有意傾向が見られた．さらに，-06 法による多
重比較の結果，信頼感に関する 5&� �相手の話を聞いていた程
度�,5&��相手の順路の理解度�,および共感に関する 5&��相手と
の情報の共有感�,5&��相手の気持ちが分かったか�に #�条件＞
#�条件なる有意差が確認された．これらの結果から，人間は静
止しているロボット �#�条件�に道案内をするよりも協調的身
体動作をするロボット �#�条件�に順路案内をする場合の方が，
質問紙調査を行った信頼感，共感の側面で主観評価が高くなる
ことが分かった．つまり，比較の結果，�	�
�	�の �	���	�

に対する主観評価が #�条件より #�条件の場合に有意に高く
なったことから，開発したシステムの有効性が検証された．
ただし，情報伝達に関する質問 5&� �順路を思い出すのにか

かった時間�, 5&��相手への順路の教えやすさ� に関しては #�

条件と #�条件の間に有意差は見られなかったため，情報伝達
の側面に関しては開発したシステムは効果を持たなかった．ま
た，#�条件への評価は �条件に比べて 5&�, 5&�, 5&�におい
て有意に低くなったため，人間同士の対話に比べて開発したシ
ステムはまだ対話の自然さに関する改善の余地があるといえる．
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�ロボットの身体の動作と発話の影響の検証� ロボットの協調動
作の効果について，身体動作による効果と，音声による効果の
詳細な分析を行った．表 �に質問票の � 評定項目の条件ごと
の平均，標準偏差，および �要因被験者間分散分析の結果を示
す．平均値の後の ��内が標準偏差である．�要因とは協調的身
体動作の �要素である身体動作と音声である．#�条件には両
要因が含まれ，#$条件は身体の動作要因のみがあり，#%条
件は音声要因のみがあり，#�条件は両要因が無い．表 �に各
条件の主観評価の平均値のグラフを示す．各実験項目の被験者
数は #�条件が � 名，#$条件が ��名，#%条件が � 名，#�

条件が � 名である．
5&�から �の各項目について � 要因被験者間の分散分析を

行った結果，身体動作要因の主効果に関して信頼感のうちの
5&�に有意差，5&�に有意傾向が，共感に関する 5&�，5&�の
両者において有意差が見られた．一方，音声要因の主効果に関
しては共感に関する 5&�においてのみ有意差が見られた．ま
た，5&�，5&�において身体動作要因と音声要因の間に有意な
交互作用が見られた．これらの結果から，共感と信頼感は身体
動作要因と音声要因の両者が影響しているものの �両者の主効
果や交互作用が見られるため�，一部の項目で身体動作のみに
基づく差があることから，身体動作による影響の方がより主観
評価に影響すると考えられる．なお，情報伝達の側面には，身
体動作要因および音声要因の影響は見られなかった．

�ロボットに対する行動の違い� 道案内実験の際の �	�
�	�と
�	���	�の行動を分析した結果を表 � に示す．平均値の後の
��内が標準偏差である．ただし，モーションキャプチャシステ
ムのデータ記録ミスにより身体動作量に関して数名の被験者が
分析から省かれた．分析の結果，ロボットに対する被験者の行

�	
�� � B���	������ �� ���&
��' �
�	����� � �
 ����

�������� 	���� �� ���� 	���� ��
0	�	�� 
� ���&
��1 ���
�
�� G��H�
�I �
�	��
 G�
��I

-� 0�: H �= ���&
��1 ����; 0��=�<1 �<�; 0���71

-� 0�= H �� ���&
��1 ��:�7 0�=:�:1 �:�� 0����1

-� 0�< H �= ���&
��1 �:;�� 0����=1 ���7 0����1

-� 0�: H �= ���&
��1 �:;�= 0<8�81 �<�: 0���71

A	��� �� �>�:�8 0����1 �>�7;; 0����1
���� ���
�
�� A>�=�: A>����

A	��� �� ����
 �>���� 0����1 �>�=== 0@@1
A>���� A>�7���8

3�
�	���� �>��8� 0����1 �>�<7� 0����1
A>��<;< A>�==�

�	
�� � B���	������ �� ���&
��’�
�	����� �!	��� 4��
�
�
0���	� �� �����1

�������� 	���� �� ���� 	���� ��
0	�	�� 
� ���&
��1 ���
�
�� G��H�
�I �
�	��
 G�
��I

+ 0�= H �= ���&
��1 �;��� 0�7;�=1 ���< 0���:1

-� 0�: H �= ���&
��1 ����; 0��=�<1 �<�; 0���71

-
���� �� �J#D� �>��;� 0����1 �>���; 0����1
A>�:�� A>�8�8

動に関して，「発話量 �話していた時間�」と「身体動作量 �両手
先の単位時間当たりの移動量の合計値�」について図 ��のよう
な結果を得た．
図 ��左は発話量に関する比較である．二要因分散分析の結

果，音声要因のみが被験者の発話量を増加させることが見出さ
れた �音声要因 � � � �，身体動作要因 � 9 �����．一方，図 ��

右は身体動作量に関する比較を示す．二要因分散分析を行った
が，どちらの要因にも有意差は見られなかった．ただし，ロボッ
トの身体動作の影響というよりも，どちらかといえば音声の影
響を受けた可能性が示唆される �音声要因 � 9 ����，身体動作
要因 � 9 �����．つまり，これらの比較から，聞き手であるロ
ボットの音声は話し手の発話を促進する効果があったものの，
ロボットの身体動作は話し手の動作には特に影響しなかったと
いえる．聞き手の音声による応答が話し手の発話を促進するこ
とは，人間同士の対話に関する従来の心理学研究の知見と一致
する ����．

�� 考 察

�� � 協調的身体動作の有用性

�実験結果のまとめ�
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実験結果は，時間的・空間的な協調的動作に基づいて教え手
の道案内に反応する「聞いたふり」ロボットシステムの有効性
を示すものであった．主観評価の結果に加えて，実験後に被験
者に自由記述形式で回答を求めた質問紙においても，「ロボット
の身振り手振り，頷き，相槌によって相手が理解していること
が分かった」といった回答が得られたことからも，聞き手役の
ロボットが無反応な場合と比べて，協調的身体動作に基づき話
し手の行動に反応するロボットシステムの効果が示されたとい
える．もちろん，「聞いたふり」というのは本研究のねらいが身
体を用いたコミュニケーションの部分にあるからであり，本研
究の成果に加えて音声認識を用いて言語的な内容を理解する機
能を追加することで真に発話を理解して，話し手の説明を「聞
いて理解している」ことを示すロボットが実現されるであろう．
さらに音声と身体動作の影響に関する詳細な分析の結果，聞

き手であるロボットの身体動作と音声の両要因がどちらも教え
手の発話に対して「聞いていること」を示す効果があったもの
の，主観評価の一部の項目で身体動作のみが有意差を生じさせ
たことからロボットの身体動作の方が主観評価に関しては効果
があったことが示唆される．一方，ロボットの音声には話し手
の発話を促進する効果が見られたが，ロボットの身体動作には
このような効果は見られなかった．つまり，ロボットが音声に
よって反応することは，話し手がロボットに対して十分な説明
を行うように発話を促進し，ロボット側の言語理解を助ける可
能性が示唆される．このように，話し手の主観的印象を向上し，
かつ話し手からロボットに話される言語的な内容を十分に引き
出すような「聞いたふり」行動のためには，身体動作と音声の
両者を兼ね備えることが重要であると考えられる．
この結果は従来の ��� 分野の研究結果とも近い．!���

��'��:1; �������らはビデオ会議システムを通したコミュニ
ケーションを分析する中で音声と映像の効果を比較し，タスク
の遂行は主に音声により行われ，映像からは感情に関する情報
が伝達されたことを見出した ����．本研究ではタスクが物理的
な実空間の情報に関連したものであることから，身体動作の効
果が共感のような感情面のみならず，相手の話を聞いている度
合に関する信頼感といった直接タスク遂行に関与する部分にも
影響を及ぼしたのではないかと考えられる．つまり，道案内の
ような実空間でのタスクの場合には，��� 分野で従来扱われ
てきた画面上や仮想空間内のタスクの場合に比べて，人間型ロ
ボットの身体動作のような実空間性の高いメディアの効果が高

まる可能性が示唆された．

�情報伝達の側面への影響�

人ロボット対話の従来研究で，ロボットが話し手としてゼス
チャを行った場合には，聞き手の身体動作を引き起こし，また
順路案内の理解を促進することが見出されている ���．本研究
のひとつのねらいは，この逆に聞き手のゼスチャが話し手の情
報を引き出す手助けをするのかを検証することにあった．
しかし，情報伝達の側面に関する主観評価の結果の比較 �表 �，

5&�,��からは聞き手のロボットの動作による影響には有意差は
みられず，影響があったとしても非常に小さいであろうことが
推察される．つまり，現時点ではロボットが身体動作や音声発
話を行うことにより話し手が順路を思い出し，あるいは教える
ことを容易にする影響は小さい．一方，人間 ��条件�に対し
ては，静止ロボット �#�条件�よりも情報伝達の側面で高い評
価を受ける，つまり順路を教えやすいとの結果が出ていること
は，聞き手が静止しているロボットでは不都合があることを示
している．さらに，� 条件 � �
条件なる有意差も見られて
おり，この部分はロボットの外見や「ロボットが人間の話を理
解する」ことへの期待感がまだ低いといった社会的要因も含め
て，まだロボットが人間ほど良い聞き手になれていないことを
示しているようである．

�得られた結果の一般性・拡張性�

今回の実験には #�$�%��の外見に依存した要素はなく，む
しろそれほどデザイン的に洗練されたわけではないロボット
（#�$�%��）で生じた現象であるため，我々は本実験の結果は他
のデザイン的に洗練された外見をもつ（あるいは同程度の外見
の）人間型ロボットに応用できるものであると考える．しかし，
#�$�%��よりも限定された機能のロボット，たとえば頭部と移
動機構を持つが腕を持たない人間型ロボット，頭部のみの人間
型ロボット，腕のみのロボット等でどの程度当てはまるのかに
ついては明らかではない．つまり，腕と頭部，移動機構といっ
たおおまかな自由度が同程度（以上）の擬人的な外見を持つ人
間型対話ロボットの範囲において，一般性を持つと考える．
評価実験の結果は、協調的身体動作をするロボットがある程

度の効果をもたらしたものの、人間同士が会話した場合ほどの
効果は持たないことを示した。しかし、我々はこの結果は現在
の実装によってもたらされたものであり、ロボットが理想的に
振舞った場合に人間と比べて共感、信頼感、情報伝達の側面で
劣るものであることを示しているわけではないと考える。そも

日本ロボット学会誌 �� 巻 �� 号 +5+ 	

� 年 �� 月



�
 神田 崇行 鎌島 正幸 今井 倫太 小野 哲雄 坂本 大介 石黒 浩 安西 祐一郎

そも、人間の聞き手も必ずしも理想的な反応動作をしているわ
けではなく、中にはあまり積極的に反応を返さない人もいる。
むしろ、さらなる身体動作や基本的な発話の抽出により、特に
コミュニカティブユニット追加による性能向上を試みることで、
「平均的な」人間程度には良い評価を得られるロボットを開発
することも近い将来可能であると考える。ただし、このために
は、顔表情といった繊細な表現デバイスの利用が必要になる可
能性がある。さらに，得られた知見は，近い将来実現するであ
ろう公共の場などで活躍する人間型ロボットに直ちに応用可能
なものである，つまり実用への拡張が可能であると考える．ま
た，アンドロイドロボットなど異なる外見のロボットへの適用
による一般性の拡張も重要になると考える．

�� � 人間同士の対話との比較

�人間同士の対話との比較�

本研究で開発したロボットと被験者の対話と人間同士の対
話との比較を行った結果，主観に関しては表 �に示すように，
5&��順路を思い出すのにかかった時間�，5&��相手の順路の理
解度�，5&��相手との情報の共有感�においては人間同士の場合
�� 条件�と開発したロボット �#� 条件�に有意差，有意傾向
が無く，開発したロボットは人間同士の場合に比較的近い評価
を得ることが出来たと言える．一方，5&��順路の教えやすさ�，
5&��相手の話が分かった程度�,5&��相手の気持ちが分かった程
度�において，� 条件 � �
 条件なる有意差が検出されてい
るように，まだ人間同士の対話と同程度の自然さには至ってい
ないことも明らかである．
話し手の聞き手への行動に関しても人同士の対話 �� 条件�

と人ロボット対話 �#�条件�の比較を行ったが，統計的に有意
差はみられなかった �表 ��．一方，質問紙での自由記述の回答
から，被験者のロボットへの教え方は人間に教えた場合と比べ
て，「子供に話すように話した」「簡単な目印 �ランドマーク�を
説明に使った」「ゆっくりと大きな声で話した」「詳しく説明し
た」「単純に説明した」といった意図的に異なる行動をしたこ
とが報告された．
本研究で開発したような対話型ロボットの評価は一般に難し

い．特定の機能の有無といった相対的な比較は行えるが，従来
の産業用ロボットのような速度・精度といった絶対的尺度での
評価基準はない．ただし，人間同士の行うような自然な対話を
目指す場合には，実現された対話が人間同士の場合にどの程度
近づいたのか，といった評価基準を考えることは可能であろう．
このような比較は，異なるロボット，異なるアルゴリズム間の
性能を比較する指標となりうるため，今後の研究を進める上で
も人間の対話の場合との比較を示すことは有益であると考える．

�比較の信頼性�

このような人間同士の対話と比較した主観評価や行動の違い
は社会的要因に影響を受けるため，絶対尺度としての評価基準
になるわけではない．ロボットが珍しい間はロボットが動いた
だけでも非常に高い評価を受けるが，徐々にこのような効果は
弱まるだろう．たとえば，二足歩行型ロボット ���が安定して
歩くことが報道された当初はロボットを歩くことに感動してい
た人も，今ではロボットが歩くことは当たり前のように感じる．

同様に，人型ロボットと自然に身体を使った対話ができること
が当然の時代が来れば，ロボットはより厳しい基準での主観評
価を受ける可能性が高い．一方で，被験者のロボットに対する
行動も社会的要因の影響を受ける．本実験に参加した被験者に
は，ロボットは人間の話を理解しないだろうという予期をして
いる者も見られた．たとえば，ある被験者は自由記述の質問紙
に「ロボットに話しても分からないんじゃないかと思った」「分
かってもらえるか不安に思った」といった回答をよせている．
また，「ロボット相手には緊張した」といった報告もあり，これ
らの社会的要因を背景とした違いがロボットへの行動の違いの
一要因となっているであろうことが推測される．

�� お わ り に

本稿では，人間同士の対話や人ロボット対話で聞き手の人に
見られるアイコンタクトや腕の動きの同調といった協調的動作
に基づき，話し手の話を「聞いたふり」をするために身体動作
と音声発話を行うロボットシステムの開発について報告した．
評価実験の結果，開発したロボットシステムはロボットが身体
動作や発話を行わない場合に比べて人間の話し手の信頼感や共
感に関する主観評価を向上させる効果が見られた．また，身体
動作と音声それぞれの効果の寄与に関して分析したところ，主
観評価に関しては身体動作と音声の両者が関与しているものの
身体動作の影響が大きいことが示唆され，またロボットに対す
る音声発話はロボットの音声による反応により促進されること
が見出された．頭部と腕，音声を話し手の動作に応じて反応的
に動かすことで完全自律の人間型ロボットの「聞いたふり」動
作が実現されたことは，今後ますます重要となる人間と自然な
対話を行うロボット開発に有用であるといえる．
謝辞 本研究は通信・放送機構の研究委託「超高速知能ネッ

トワーク社会に向けた新しいインタラクション・メディアの研
究開発」により実施したものである．
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�<;7 年 �� 月 ; 日生．�<<: 年京都大学工学部情報
工学科卒業．�=== 年同大学大学院情報学研究科社
会情報学専攻修士課程修了．�==�年同専攻博士課程
修了．博士 0情報学1．現在，��- 知能ロボティク
ス研究所上級研究員．ヒューマンロボットインタラ
クション，特にロボットの自律対話機構や社会的能

力，人間型ロボットの身体を利用した対話に興味を持つ．
（日本ロボット学会正会員）
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�<;<年 8月 8日生．�==�年慶應義塾大学理工学部
情報工学科卒業．�==�年，同大学大学院理工学研究
科修士課程卒業，�==� 年 � 月から �==� 年 � 月ま
で ��-知能ロボティクス研究所学外実習生．現在，
0株1*#JKに勤務．

今井 倫太 �=������ �
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�<<� 年慶應義塾大学理工学部電気工学科卒業．
�<<� 年同大学大学院計算機科学専攻修士課程
修了．同年，J�� ヒューマンインターフェース
研究所入社．�<<; 年より ��- 知能映像通信研
究所研究員を経て，現在，慶應義塾大学理工学
部専任講師，��- 知能ロボティクス研究所客員

研究員，科学技術振興事業団さきがけ研究 �� 研究員．博士 0工
学1．ロボットとの対話，センサを用いた状況知覚に興味を持つ．

小野 哲雄 �8���	� 1���

�<<; 年北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究
科博士後期課程修了．同年より ��- 知能映像通
信研究所客員研究員．�==� 年公立はこだて未来大
学システム情報科学部情報アーキテクチャ学科助教
授，��- 知能ロボティクス研究所客員研究員．博
士 0情報科学1．感情の計算モデル，マルチエージェ

ントモデルによる共通言語の組織化，ヒューマンロボットコミュニ
ケーションに関する研究に従事．認知科学会，人工知能学会各会員．

坂本 大介 �6���	'� 0�'�
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現在，公立はこだて未来大学システム情報科学部情報
アーキテクチャ学科在学中．�==� 年 8月から �==�

年 :月まで ��-知能ロボティクス研究所学外実習
生．平成 �� 年度未踏ソフトウェア創造事業ユース
部門において「心ののぞき窓」プロジェクト，平成
�7年度未踏ソフトウェア創造事業において「共感す

る部屋」を提案し，採択された．情報機器との共創対話に興味を持つ．

石黒 浩 �������� ����(	���

�<8�年 �=月 ��日生．�<<�年大阪大学大学院基礎
工学研究科物理系専攻博士課程修了．工学博士．同
年山梨大学工学部情報工学科助手，�<<� 年大阪大
学基礎工学部システム工学科助手．�<<� 年京都大
学大学院情報学研究科社会情報学専攻助教授．�==�

年，和歌山大学システム工学部情報通信システム学
科教授．現在，大阪大学大学院工学研究科知能・機能創成工学専攻教
授．視覚移動ロボット，能動視覚，パノラマ視覚，分散視覚に興味を持
つ．人工知能学会，電子情報通信学会，情報処理学会，3)))，���3

各会員． （日本ロボット学会正会員）

安西 祐一郎 �>	������ 3�"���

�<;� 年慶應義塾大学大学院博士過程修了．工学
博士．慶應義塾大学工学部助手，北海道大学文学
部助教授，慶應義塾大学理工学部長を経て，現在
慶應義塾長．�<:�～:� 年カーネギーメロン大学客
員助教授．計算幾科学，認識の情報処理過程の研
究に従事．著書に「認識と学習」0岩波書店1，「知

識と表象」0産業図書1，「問題解決の心理学」0中央公論社1，「脳
科学の現在」0共著，中央公論社1，「認知科学のハンドブック」0共
著，共立出版1 など．訳書に「心の社会」0ミンスキー，産業図書1．
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